
仕 様 書 

 

１ 件名 

平成 30 年度 東京 23 区エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募

集に係る広告宣伝等業務） 

 

 ２ 目的 

    ＵＲ賃貸住宅の認知度向上、ブランディングの強化に向けて団地内看板の意匠統一

を図るとともに、安全のための適切かつ迅速な対応が可能な体制を敷くことで団地内

看板の維持管理に努める。 

 

 ３ 業務内容 

    主な業務は以下のとおり。 

   （１）団地内看板の意匠変更業務 

   （２）団地内看板の定期・随時安全点検業務 

   （３）団地内看板の撤去・補修・設置業務 

   （４）団地内看板の屋外広告物申請業務 

   （５）団地内看板のマスターデータ更新・管理業務 

 

４ 看板設置等予定数量 

平成30年７月１日から平成31年３月31日までの間に発注を予定する数量及び時期

は、別紙１に記載のとおり。発注予定数量及び時期はあくまでも目安であり、発注を

確約するものではない。 

 

５ 仕様 

仕様図（別紙２-１）及び看板等に要する費用の注釈、補足（別紙２-２）のとおり。

板面デザインはレギュレーション（別紙２-３）に従って提案することとする。 

 

６ 発注手続 

  （１）担当部署は東日本賃貸住宅本部東京東エリア経営部営業課及び東日本賃貸住宅

本部東京北エリア経営部営業課とする。（別紙４-１、４-２参照） 

  （２）発注は別紙３に基づき、担当部署から行う。 

 

７ 納期 

（１）機構の指示により、意匠変更、設置納品及び点検等を実施することとする。 

（２）製作及び設置施工業務に係る発注日から完了日までの一般的な期間は、概ね２

週間から１ヶ月を目安とするが、発注量や業務内容により、機構と都度協議の上、

決定する。定期点検業務は、履行開始後速やかに発注する予定で、点検期間は概

ね１ヶ月とするが、詳細は別途協議の上、決定する。 

（３）緊急時（台風等の天災や看板事故、設置不具合の点検確認必要時等）は、原則
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24 時間以内に現場の保全確認を実施することとする。ただし、その対応が困難な

場合には機構と協議の上、可及的速やかに対応することとする。 

 

 ８ 納品、報告及び点検確認 

    納品場所は東京東エリア及び東京北エリア所掌団地（別紙４-１「ＵＲ賃貸住宅東京

東エリア団地一覧」、別紙４-２「ＵＲ賃貸住宅東京北エリア団地一覧」及び住まいガ

イド参照）とし、業務完了後は別紙５、６、７及び８について紙面及びデータにより

機構に報告し、機構の点検確認を受けること。 

 

 ９ 請求書等 

（１） 請求書は、当該１か月分の受注分を取りまとめ、翌月 10 日までに機構に直接提

出すること。 

（２） 業務が完了した月には、実施ごとの件数及び工事金額を取りまとめた「請求書添

付資料」（別紙９）を作成し、請求書提出先に請求書と併せて提出すること。 

 

 10 その他 

この仕様書の定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者と

が協議の上で定めるものとする。 

 

以 上  
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大項番 小項番

1 0 基

2 0 基

1 0 基

2 0 基

1 0 基

2 0 基

3 0 基

4 0 基

5 1 基

6 0 基

7 1 基

8 1 基

1 0 枚

2 0 枚

3 0 枚

4 1 枚

5 0 枚

6 1 枚

7 1 枚

1 0 枚

2 0 枚

3 0 枚

4 0 枚

5 7 枚 H30.7～H30.12

6 0 枚

7 0 枚

8 0 枚

9 0 枚

10 0 枚

11 0 枚

12 0 枚

13 0 枚

14 0 枚

15 0 枚

16 0 枚

17 0 枚

18 3 枚 H30.7～H30.12

19 0 枚

20 0 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ850×Ｈ1050）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1100×Ｈ2000）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ600）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ900）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ1200）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ1400）

4

アルミ複合板面製作費（Ｗ400×Ｈ600）

アルミ複合板面製作費（Ｗ600×Ｈ450）

アルミ複合板面製作費（Ｗ600×Ｈ900）（Ｗ900×Ｈ600）

アルミ複合板面製作費（Ｗ1800×Ｈ900）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2000×Ｈ1000）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

アルミ複合板面製作費（Ｗ3600×Ｈ1800）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ850×Ｈ2610）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ900×Ｈ900）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ910×Ｈ450）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ910×Ｈ550）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ970×Ｈ2460）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1000×Ｈ600）

5

インクジェットシート出力製作費（Ｗ100×Ｈ200）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ400×Ｈ600）（Ｗ600×Ｈ400）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ600×Ｈ450）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ600×Ｈ600）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ600×Ｈ900）（Ｗ900×Ｈ600）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ800×Ｈ500）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ800×Ｈ1500）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ850×Ｈ550）

別紙１

発注予定数量及び発注時期

（件名）平成30年度東京23区エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

項目
項番

内　　　容　（単位：ｍｍ） 予定数量 発注予定時期

スチール枠組み看板製作費（Ｗ400×Ｈ600）

看
板
等
制
作
及
び
設
置
施
工

スチール枠組み看板製作費（Ｗ600×Ｈ450）

スチール枠組み看板製作費（Ｗ600×Ｈ900）

スチール枠組み看板製作費（Ｗ900×Ｈ600）

スチール枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900）

スチール枠組み看板製作費（Ｗ2000×Ｈ1000）

1
木枠組み看板製作費（Ｗ900×Ｈ600）

木枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900）

2
ステンレス枠組み看板製作費（Ｗ900×Ｈ600）

ステンレス枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900）

3

スチール枠組み看板製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

スチール枠組み看板製作費（Ｗ3600×Ｈ1800）
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大項番 小項番
項目

項番
内　　　容　（単位：ｍｍ） 予定数量 発注予定時期

21 0 枚

22 0 枚

23 0 枚

24 0 枚

25 0 枚

26 0 枚

27 0 枚

28 0 枚

29 8 枚 H30.7～H30.12

30 0 枚

31 0 枚

32 0 枚

33 0 枚

34 0 枚

35 0 枚

36 0 枚

37 0 枚

38 1 枚 H30.10

39 0 枚

40 0 枚

41 0 枚

42 0 枚

43 5 枚 H30.7

44 0 枚

45 0 枚

46 0 枚

47 0 枚

48 1 枚 H30.7

49 0 枚

50 0 枚

51 0 枚

52 0 枚

53 0 枚

54 0 枚

55 1 枚 H30.7

56 0 枚

57 0 枚

58 0 枚

59 0 枚

60 0 枚

61 0 枚

62 0 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3410×Ｈ1740）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1700）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1720）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1760）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1770）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2720×Ｈ1580）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2800×Ｈ1400）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3000×Ｈ1000）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3000×Ｈ1500）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3250×Ｈ1740）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3350×Ｈ1800）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2500×Ｈ1600）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2700×Ｈ1200）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2700×Ｈ1350）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2700×Ｈ1400）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2700×Ｈ1800）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2700×Ｈ8040）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2000×Ｈ1200）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2200×Ｈ1100）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2200×Ｈ4200）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2400×Ｈ1450）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2440×Ｈ1220）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1810×Ｈ1830）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1820×Ｈ910）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1820×Ｈ1820）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1820×Ｈ2730）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2000×Ｈ1000）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2000×Ｈ1100）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1800×Ｈ890）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1800×Ｈ900）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1800×Ｈ1800）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1810×Ｈ600）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1810×Ｈ890）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1810×Ｈ915）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1500×Ｈ700）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1500×Ｈ1000）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1560×Ｈ2560）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1760×Ｈ1600）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1770×Ｈ1890）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1790×Ｈ880）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ1800）

看
板
等
制
作
及
び
設
置
施
工

5
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大項番 小項番
項目

項番
内　　　容　（単位：ｍｍ） 予定数量 発注予定時期

63 0 枚

64 10 枚 H30.7～H30.12

65 0 枚

66 0 枚

67 0 枚

68 0 枚

69 0 枚

70 0 枚

71 0 枚

72 0 枚

73 0 枚

74 0 枚

75 0 枚

1 1 ㎡

2 1 ㎡

1 基

1 1 基

2 1 基

1 ㎡

1 人工

1 台

1 人工

1 基

1 人工

1 基

1 団地

1 1 基

2 1 基

114 団地 H30.8・H30.9・H30.12

1 基

1 個

維
持
管
理
費

16 随時点検業務費

17
屋外広告物申請費（新規申請）

屋外広告物申請費（更新申請）

必
要
諸
経
費

10 現地調査費

11 梱包・運搬費

12 取付設置施工人件費

13 取付設置用雑材諸経費（Ｗ1800×Ｈ900想定）

14

18 定期安全点検費

19 鉄部塗装費

20 コーナーガード設置費

撤去・解体・処分等人件費

15

6
横断幕・懸垂幕製作費（ターポリン）

横断幕・懸垂幕製作費（メッシュターポリン）

撤
去
・
解
体
・

廃
材
処
分

7 木製看板撤去・解体・廃材処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定）

8
ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定）

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定）

9 横断幕・懸垂幕撤去・解体廃材処分費（裁断加工等含む）

看
板
等
制
作
及
び
設
置
施
工

看板、横断幕・懸垂幕等のデータ更新管理・報告書作成費

インクジェットシート出力製作費（Ｗ4500×Ｈ1500）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ5100×Ｈ1810）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ5400×Ｈ2700）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ5670×Ｈ3150）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ7100×Ｈ3360）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ8050×Ｈ2250）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1800）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ2150）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ2160）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3700×Ｈ1800）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3800×Ｈ1700）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ4140×Ｈ1790）

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1780）

5
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正面から上中下 2 本ずつ　計 6 本

※ビスのヘッドを出さないよう、 ビス打込後に

　 インクジェット出力シートを貼ること。

GL

角パイプキャップ

塗装ホワイト ： １液ファインウレタン

　　　　　

　　　　　　

看板製作図

表面図 裏面図

仕様　 ： 　板面／アルミ複合板 （3t）　　意匠面／インクジェット出力シート貼 （UV ラミネート加工）　　　　柱脚／□50 鉄骨脚 （白塗装）　　基礎／コンクリート （根巻き）　　

※看板デザインはサインアプリケーションマニュアルによる。

板面寸法　①w400×h600 

　
①

＝
1
0
0
0
  

②
＝

7
0
0
 

　
①

＝
1
0
0
0
  

②
＝

7
0
0
 

    ②w600×h900

200

4
5
0

1
0
0

5
5
0

200

コンクリート

砂礫、 砂利

スチール角パイプ□50 角

4
5
0

5
5
0

根巻き

ステンレスノンヘッドドリルビス（φ10 ㎜）5×19

WW

HH

基礎工事

掘削は手掘りで作業すること。

コンクリートは最大粗骨材 25mm 以下で、強度は 18N 以上

スランプ値は 10　2.5mm とする。

手練りによる場合であっても同程度の品質を有するものとする。

インクジェット出力シート貼

UV ラミネート加工（ツヤ有）

耐久性：8年　　厚さ：80～110µm　　

接着力：25N/25mm 　

素材：ポリ塩化ビニル　　

引張強度：41N/25mm

アルミ複合板 （アートパネル） 3mm

型枠 ： コンクリートパネル （型枠用 12mm 厚）

養生期間完了後、 後日撤去すること
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Yumi_Sakamoto
タイプライターテキスト

Yumi_Sakamoto
タイプライターテキスト

Yumi_Sakamoto
タイプライターテキスト

Yumi_Sakamoto
タイプライターテキスト

Yumi_Sakamoto
タイプライターテキスト
別紙２－１

Yumi_Sakamoto
タイプライターテキスト
仕様図

Yumi_Sakamoto
タイプライターテキスト

Yumi_Sakamoto
タイプライターテキスト



40
40

GL

40

4
0

4
0

40 4040

4
0

0

W W

H H H

40
40

40

40

40

0
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面押え （表裏）　□10mm

SUS.HL 角パイプ

 □25×40mm

SUS.HL 角パイプ

SUS 皿ビス　3 ヶ所

SUS 皿ビス　5 ヶ所

 □50mm

SUS.HL 角パイプ

角パイプキャップ

SUS.HL 角パイプ

①
＝

6
0
0
  
②

＝
9
0
0

①＝900　　②＝1800 25 5050 25

2
5

2
5

①
 ②

＝
1
8
0
0

1
0
0
0

GL

表面図 側面図

50

310 10

40

5
0

面押え　□10mm

SUS.HL 角パイプ

 □50mm

SUS.HL 角パイプ

意匠面

 □25×40mm

SUS.HL 角パイプ

看板製作図 （SUS.HL）
仕様　 ： 　本体／ SUS.HL 角パイプ組           板面／アルミ複合板 （3t）　　　 意匠面／インクジェット出力シート貼 （UV ラミネート加工）　　　柱脚／ □50mm SUS.HL 角パイプ　　　 基礎／コンクリート （根巻き）　　

※看板デザインはサインアプリケーションマニュアルによる。

板面寸法　①w900×h600     ②w1,800×h900

裏面　面押え　□10mm　

①＝中央 1 ヶ所　②＝3 ヶ所　

インクジェット出力シート貼り

UV ラミネート加工 （ツヤ有）

耐久性：8年　　厚さ：80～110µm　　
接着力：25N/25mm 　
素材：ポリ塩化ビニル　　
引張強度：41N/25mm

 □25×40mm

SUS.HL 角パイプ

面押え （表裏）　□10mm

SUS.HL 角パイプ

1
0
0

4
5
0

5
5
0

300

基礎工事

根巻き

掘削は手掘りで作業すること。

コンクリートは最大粗骨材 25mm 以下で、 強度は 18N 以上

スランプ値は 10　2.5mm とする。

手練りによる場合であっても同程度の品質を有するものとする。

砂礫、 砂利

コンクリート

型枠 ： コンクリートパネル （型枠用 12mm 厚）

養生期間完了後、 後日撤去すること

A A

A-A 断面詳細図

※ビスのヘッドを出さないよう、 ビス打込後にインクジェット

   出力シートを貼ること。

ステンレスノンヘッドドリルビス （φ10 ㎜） 5×35　　各面押え 1 カ所
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9
0
0

GL

m

m

m

m

m

W

H

0m

0m
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横断幕 -A

横断幕 -B

仕様　：　ターポリン横断幕（防炎）　　　寸法／ w6000×h900mm　　　素材／ポリエステル　　

　　　　　出力方式／インクジェット出力（UV加工）　　　ハトメ／ 20cm ピッチ　　　取付用ロープ付

　　   ※横断幕デザインはサインアプリケーションマニュアルによる。

仕様　：　メッシュターポリン横断幕（防炎）　　　寸法／ w6000×h900mm　　　素材／ポリエステル　　

　　　　　出力方式／インクジェット出力（UV加工）　　　ハトメ／ 20cm ピッチ　　　取付用ロープ付

　　   ※横断幕デザインはサインアプリケーションマニュアルによる。
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懸垂幕 -A

仕様　：　ターポリン横断幕（防炎）

　　　　　寸法／ w900×h6500mm　

　　　　　素材／ポリエステル　

　　　　　出力方式／インクジェット出力（UV 加工）　　

　　　　　ハトメ／ 20cm ピッチ

　　　　　取付用ロープ付

　　   　
※懸垂幕デザインはサインアプリケーション

  マニュアルによる。

仕様　：　メッシュターポリン横断幕（防炎）

　　　　　寸法／ w900×h6500mm　

　　　　　素材／ポリエステル　

　　　　　出力方式／インクジェット出力（UV 加工）　　

　　　　　ハトメ／ 20cm ピッチ

　　　　　取付用ロープ付

　　   　
※懸垂幕デザインはサインアプリケーション

  マニュアルによる。

懸垂幕 -B
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分類 ⼤項番 内容 注釈

1 ⽊枠組み看板製作費

◆⽊枠組み看板の製作、設置に係る費⽤
製作費は、板⾯サイズ毎、1基単価で換算すること。
製作費は、下記４、５の板⾯製作費及び10〜13、15の必要諸経費を含めて算出すること。
製作については、サイズを問わず、アルミ複合板使⽤でインクジェットシート出⼒貼とする。
他の詳細は看板仕様書に記載の施⼯例を参照すること。
両⾯看板製作の指⽰があった場合は、下記４及び５の製作費を追加すること。

2 ステンレス枠組み看板製作費
表⾯ヘアライン加⼯

◆ステンレス枠組み看板の製作、設置に係る費⽤
製作費は、板⾯サイズ毎、1基単価で換算すること。
製作費は、下記４、５の板⾯製作費及び10〜13、15の必要諸経費を含めて算出すること。
製作については、サイズを問わず、アルミ複合板使⽤でインクジェットシート出⼒貼とする。
他の詳細は看板仕様書に記載の施⼯例を参照すること。
両⾯看板製作の指⽰があった場合は、下記４及び５の製作費を追加すること。

3 スチール枠組み看板製作費
亜鉛メッキ加⼯処理済

◆スチール枠組み看板の製作、設置に係る費⽤
製作費は、板⾯サイズ毎、1基単価で換算すること。
製作費は、下記４、５の板⾯製作費及び10〜13、15の必要諸経費を含めて算出すること。
製作については、サイズを問わず、アルミ複合板使⽤でインクジェットシート出⼒貼とすること。
他の詳細は看板仕様書に記載の施⼯例を参照すること。
両⾯看板製作の指⽰があった場合は、下記４及び５の製作費を追加すること。

4 アルミ複合板⾯製作費

◆アルミ複合板⾯を製作、各枠への設置に係る費⽤
製作費は、板⾯サイズ毎、1枚単価で換算すること。
製作費は、下記10〜13、15の必要諸経費を含めて算出すること。
他の詳細は看板仕様書に記載の施⼯例を参照すること。

5 インクジェットシート出⼒製作費
（カッティングシート含む）

◆看板のデザインデータの⽂字修正、出⼒製作、アルミ複合板等への貼付に係る費⽤
製作費は、板⾯サイズ毎、1枚単価で換算すること。
製作費は、下記10〜13、15の必要諸経費を含めて算出すること。
仕様図内で記載の塩ビメディア（中⻑期⽤光沢塩ビシート／UVカット・ラミネート加⼯）を使⽤すること。
インクジェットシート表⾯については、ラミネート加⼯、ＵＶ加⼯をすること。
意匠⾯の⽂字等の⼀部デザイン修正費については、当該出⼒製作費に含むものとする。
⽂字修正及びリサイズが主作業となる予定であり、新規意匠デザイン製作費は含まない。

6 横断幕・懸垂幕製作費

◆横断幕・懸垂幕のデザインデータの⽂字修正、出⼒製作、取付に係る費⽤
製作費は、㎡単価で換算すること。
　 ※ハトメ・補強ロープ等は、㎡単価に換算
製作費は、下記10〜13、15の必要諸経費を含めて算出すること。
製作については、看板仕様書に記載の施⼯例を参照すること。
意匠⾯の⽂字等の⼀部修正デザイン費については、当該製作費に含むものとする。
⽂字修正及びリサイズが主作業となる予定であり、新規意匠デザイン製作費は含まない。

7 ⽊枠組み看板
撤去・解体・廃材処分費

◆⽊枠組み看板の撤去、解体及び廃材処分に係る費⽤
撤去・解体・廃材処分費は、1基単価（板⾯サイズＷ1800×Ｈ900の看板を想定）で換算すること。
撤去・解体・廃材処分費は、下記10、11、14、15の必要諸経費を含めて算出すること。
意匠⾯処分については、意匠⾯のアルミ複合板を解体し、粉砕処分すること。

8 スチール及びステンレス製看板
撤去・解体・廃材処分費

◆スチール及びステンレス枠組み看板の撤去、解体及び廃材処分に係る費⽤
撤去・解体・廃材処分費は、1基単位（板⾯サイズＷ1800×Ｈ900の看板を想定）で換算すること。
撤去・解体・廃材処分費は、下記10、11、14、15の必要諸経費を含めて算出すること。
意匠⾯処分については、意匠⾯のアルミ複合板を解体し、粉砕処分すること。
基礎コンクリート等の地中埋設物の掘り起し、埋戻し費⽤等も含むものとする。

9 横断幕・懸垂幕
撤去・解体・廃材処分費

◆横断幕・懸垂幕の撤去、解体及び廃材処分に係る費⽤
撤去・解体・廃材処分費は、㎡単価で換算すること。　※ハトメ・補強ロープ等は、㎡単価に換算
撤去・解体・廃材処分費は、下記10、11、14、15の必要諸経費を含めて算出すること。
意匠⾯処分については、細かく裁断して処分すること。

10 現地調査費

◆受注対象物の事前現地調査に係る費⽤
現地調査は、適宜、発注担当者の確認及び指⽰に従って⾏うこと。
⼈件費は、1.0⼈/⽇の単価で換算すること。（単価には、交通費、⾞両代等諸費⽤を含む）
　※基準︓3.5時間まで0.5⼈、7時間まで1.0⼈

11 梱包・運搬費

◆製作物設置及び設置物撤去等のための運搬に係る現場運搬⾞両代及び諸費⽤
運搬費は、1.0⼈/⽇の単価で換算すること。
　※基準︓3.5時間まで0.5台、7時間まで1.0台
　※運送時、現場設置等、傷等の防⽌梱包も含む

12 取付設置施⼯⼈件費
◆製作物の取付設置施⼯に係る費⽤
⼈件費は、1.0⼈/⽇の単価で換算すること。
　※基準︓3.5時間まで0.5⼈、7時間まで1.0⼈

13 取付設置⽤雑材諸経費

◆製作物の取付設置⽤雑材に係る費⽤
各種看板１基設置分の単価（板⾯サイズＷ1800×Ｈ900の看板を想定）で換算すること。
ステンレス・スチール枠組み看板の建植看板施⼯時は、基礎ブロック・砂利・砂・セメント等１基施⼯分として換算すること。
詳細は看板仕様書に記載の施⼯例を参照すること。

14 撤去・解体・廃材処分等⼈件費
◆設置物の撤去・解体に係る費⽤
⼈件費は、1.0⼈/⽇の単価で換算すること。
　※基準︓3.5時間まで0.5⼈、7時間まで1.0⼈

15 看板、横断幕・懸垂幕等の
データ更新管理・報告書作成費

◆納品時の既存データ更新管理・報告に係る費⽤
上記1~９を実施した場合には⼯事完了の証として、仕様書に定める報告書（別紙５）の提出のほか、契約時に⽀給するマスターデータ（別紙８）を都度更新
し、データ（エクセル・写真データ）にて納品すること。
受注看板１基あたりのデータ作成に係る⼈件費を、⼀基⼀式の単価で換算すること。

平成30年度東京23区エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）
＜看板等に要する費⽤及び業務内容に関する注釈＞

製作及び
設置施⼯

撤去・解体・
廃材処分

必要諸経費
（参考単価）

別紙２-２
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分類 ⼤項番 内容 注釈

16 随時安全点検費

◆緊急時における看板・横断幕・懸垂幕等の点検、初期対応に係る費⽤
⼈件費を、１団地⼀式の単価で換算すること。（単価には、交通費、⾞両代等諸費⽤を含む）
緊急時（台⾵等の天災や看板事故、設置不具合の点検確認必要時等）は、原則24時間以内に現場保全の対応をすることとする。
ただし、その対応が困難な場合には、機構と協議の上、可及的速やかに対応することとする。
原則、夜間作業は発⽣しない。
なお、緊急対応等では不⼗分なものは、別途発注とする。

17 屋外広告物申請費

◆屋外広告物申請の代⾏業務に係る費⽤
上記１~９を⾏った場合に各⾃治体の条例に従い、代⾏申請を⾏うこと。
新規申請の場合と更新申請の場合の２単価を提⽰すること。
各⾃治体との事前打合せ、申請書類作成、提出に係る⼈件費を、1基⼀式の単価で換算すること。（単価には、交通費、⾞両代等諸費⽤を含む）
各⾃治体に⽀払う申請料は実費精算とする。

18 定期安全点検費

◆定期安全点検に係る費⽤
仕様書に定める団地⼀覧（別紙４）の団地に設置された団地内看板の安全点検に係る⼈件費を、1団地⼀式の単価で換算すること。（単価には、交通費、⾞
両代等諸費⽤を含む）
定期点検業務の発注時期は、概ね契約履⾏開始から１か⽉以内、点検期間は概ね発注から1か⽉以内を想定しているが、発注担当者と協議の上、決定するも
のとする。
点検対象団地は、別途、発注担当者から指⽰することとする。
点検業務完了の証として、仕様書に定める報告書（別紙７）を提出すること。

19 鉄部塗装費
　　◆スチール看板の錆や腐⾷の進⾏を防ぐ鉄部塗装に係る費⽤
　　定期点検及び上記４、５等の業務実施の際、機構の指⽰及び必要応じて鉄部塗装を実施すること。
　　受注看板１基あたりの塗装に係る材料費及び施⼯費を、１基単価で換算すること。

20 コーナーガード設置費

　　◆板⾯下端出隅２ヶ所（２個）等のコーナーガード設置に係る費⽤
　　定期点検及び上記１~５等の業務実施の際、機構の指⽰及び必要応じてコーナーガードを設置すること。
　　コーナーガードの規格は縦50ｍｍ×横50ｍｍ×厚さ50ｍｍ、クリア素材を想定すること。
　　コーナーガードの材料費は１個単位で換算すること。

補⾜事項

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

へ

ト

チ 上記10~15の必要諸経費は、上記１~６の製作及び設置施⼯単価、上記７~９の撤去・解体・廃材処分単価に含まれるが、想定を⼤きく超える作業等が発⽣した場合に加算すること等を⽬的とした参
考単価である。加算及び減算に際しては、その都度発注担当者と協議することとする。

各施⼯に伴う副資材は各形状等により数量に差異が⽣じるが、それらを想定した上での価格を算定するものとする。また、機構の求めに応じて資材の再利⽤等をする場合は、安全性等を考慮の上で対応する
こととし、上記製作費等経費に反映させることとする。
尚、上記による施⼯が困難となる場合は、別途⾒積審査の上発注するものとする。

本契約以外の特殊サイズ製作、特殊⼯事、想定外の原状回復⼯事等については単価契約に伴う⼯事として別途⾒積審査の上発注するものとする。単価契約項⽬に表⽰している看板サイズについては、場
合により若⼲の差異が⽣じるケースもあり、どの単価契約項⽬で発注するかはその都度発注担当者と協議することとする。

機構から指⽰のあった意匠⾯の修正（団地名、問合せ先等）を⾏う場合は、発注担当者から配付されたデザインレギュレーションデータを⽤い、カラー、ロゴマーク、フォント（「モリサワUR新ゴR」）等、指定の
レギュレーションに沿って製作するものとする。なお随時、その他の完成デザインデータ等を⼊稿する場合がある。

単価契約で製作できない看板について、単価契約締結業者以外の製作となった場合においても、その管理については単価契約項⽬の維持管理、データ管理等のとおり単価契約締結業者が管理するものとす
る。

看板設置、意匠変更、撤去に伴う公的機関への申請⼿続き等は⼯事に付随するものとし、各⾃治体の屋外広告業等に届出済みの者が各条例等に従って適正に申請するものとする。

看板等の撤去・解体・廃材処分に際し、当該撤去物が処理及び清掃に関する法律（昭和64年法律第137号）に該当する廃棄物である場合、必要な産業廃棄物処理業の資格（処理及び運送、マニュ
フェストの提出等）を有する事業者への廃棄物処理委託体制が整っていることとする。

各施⼯等に伴い、仮設及び特別⾞両等（⾼所作業⾞・クレーン⾞等）及び警備員等が必要となる場合は単価契約発注とはならず、必要の際は、物価版にて算出し別途⾒積審査の上発注するものとす
る。

維持管理費
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デザインレギュレーション
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別紙３

業務指示書

団地

コード
団地名

看板

番号
業務内容

契約書

項目番号
設置位置

台帳

番号
備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

指示日

完了日

以　上

業務名 平成30年度東京23区エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（ＵＲ賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

対

象

団

地

及

び

作

業

内

容

対象団地・看板 業務内容

スケジュール

受託者 △△△株式会社　☆☆ ●●（●●●●）●●●●

機構担当者 東京東エリア経営部営業課　大鶴 03（5600）8732
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ＵＲ賃貸住宅東京東エリア団地一覧 別紙4-1

1 20166 亀戸二丁目 1 20196 南六郷二丁目

2 20178 大島四丁目 2 20234 希望ヶ丘

3 20192 大島六丁目 3 20291 南六郷一丁目

4 20250 大島七丁目 4 20311 蒲田本町一丁目

5 20254 小島町二丁目 5 20333 蒲田駅前ハイツ

6 20255 立花一丁目 6 20355 品川八潮パークタウン潮路北第二ハイツ

7 20282 北砂五丁目 7 20364 品川八潮パークタウン潮路南第一ハイツ

8 20294 北砂七丁目 8 20389 大森南二丁目ハイツ

9 20309 船堀一丁目 9 20400 哲学堂公園ハイツ

10 20346 東大島駅前ハイツ 10 20415 コラム南青山

11 20348 葛西クリーンタウン清新プラザ 11 20443 パティオ新蒲田三丁目

12 20362 葛西クリーンタウン清新南ハイツ 12 20460 成城通りパークウエスト

13 20396 船堀六丁目パークハイツ 13 20464 エステート池上

14 20404 曳舟駅前プラザ 14 20492 デュプレ芝浦

15 20442 セーラ小松川 15 20500 経堂赤堤通り

16 20444 リバーピア吾妻橋ライフタワー 16 20517 シティハイツ烏山

17 20590 シティコート大島 17 20522 世田谷通りシティハイツ若林

18 20596 アーバンライフ亀戸 18 20534 シャレール糀谷

19 20661 ラ・ヴェール東陽町 19 20544 フレール西経堂

20 20548 シャレール新蒲田

21 20554 アミティ大森東

22 20559 スクエアー世田谷桜丘

23 20563 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ

24 20569 晴海アイランドトリトンスクエアガーデンプラザ

25 20578 シティコート世田谷給田

26 20583 アミティ南六郷

27 20587 アーバンライフ月島駅前イースト

28 20641 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー

29 20647 アクティ三軒茶屋

（担当部署：東日本賃貸住宅本部東京東エリア経営部営業課）

東京東住まいセンター 東京南住まいセンター

ＮＯ．
団地
コード 団地名 ＮＯ．

団地
コード 団地名
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ＵＲ賃貸住宅東京北エリア団地一覧 別紙4-2

1 20225 高島平 1 20117 花畑

2 20232 豊島五丁目 2 20130 竹の塚第一

3 20241 むつみ台 3 20131 竹の塚第二

4 20267 王子五丁目 4 20137 竹の塚第三

5 20308 赤羽南一丁目 5 20160 栗原

6 20347 光が丘パークタウンゆりの木通り北 6 20164 日の出町

7 20350 光が丘パークタウン公園南 7 20165 金町駅前

8 20356 エステート西台 8 20216 江北六丁目

9 20363 坂下けやき台ハイツ 9 20276 新田二丁目

10 20369 光が丘パークタウン大通り南 10 20281 大谷田一丁目

11 20391 光が丘パークタウンいちょう通り八番街 11 20286 青戸第三

12 20401 赤羽北二丁目ハイツ 12 20295 金町第二

13 20403 グリーンプラザ加賀 13 20296 青戸第四

14 20410 光が丘パークタウン四季の香弐番街 14 20319 青戸第五

15 20416 アンサンブル大山西 15 20334 リバーサイド桜木

16 20420 神谷堀公園ハイツ 16 20335 西新小岩リバーハイツ

17 20428 エステート前野町 17 20342 エステート東新小岩

18 20435 光が丘パークタウンプロムナード十番街 18 20372 エステート堀切

19 20455 光が丘パークタウン大通り中央 19 20373 エステート東堀切

20 20459 アーバンライフゆりの木通り東 20 20393 メゾン堀切七丁目

21 20465 グリーンプラザ高松 21 20394 メゾン堀切八丁目

22 20476 新蓮根 22 20429 南千住七丁目ハイツ

23 20525 パークサイド石神井 23 20448 すまいる亀有

24 20535 にしき平和台 24 20489 ビオトープしたや

25 20571 アーベイン神谷 25 20491 青戸第一

26 20600 フレーシェル王子神谷 26 20502 アーバンライフ東新小岩

27 20623 アミティ大山西町 27 20532 アーバンライフ西新井

28 20633 板橋ビュータワー 28 20566 フレール西新井第一

29 20680 光が丘パークタウンゆりの木通り３３番街 29 20584 アクシス東四つ木

30 20702 ヴァンガードタワー 30 20594 コーポレート竹の塚五丁目

31 20640 金町第一

32 20642 フレール西新井第二

33 20668 青戸第二

34 20674 ハートアイランド新田一番街

35 20681 ハートアイランド新田二番街

36 20698 ハートアイランド新田三番街

（担当部署：東日本賃貸住宅本部東京北エリア経営部営業課）

東京北住まいセンター 城北住まいセンター

ＮＯ．
団地
コード 団地名 ＮＯ．

団地
コード 団地名
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別紙５

業務完了報告書

業務名

団地コード 団地名

エリア 住所

看板番号 サイズ

写真

配置図

位置情報

完了⽇

受託者 △△△株式会社　☆☆ 担当︓ ●●（●●●●）●●●●

平成30年度東京２３区エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（ＵＲ賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

作業内容及び看板全体がわかる写真を貼付すること。

報告事項
（備考）

対象看板の位置がわかる団地内配置図を貼付すること。

緯度︓ 経度︓
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別紙６

点検業務完了報告書（一覧）

団地

コード
団地名 業務

台帳

番号
点検結果

1 安全点検

2 安全点検

3 安全点検

4 安全点検

5 安全点検

6 安全点検

7 安全点検

8 安全点検

9 安全点検

10 安全点検

11 安全点検

12 安全点検

13 安全点検

14 安全点検

15 安全点検

16 安全点検

17 安全点検

18 安全点検

19 安全点検

20 安全点検

以　上　

受託者

報告日 2018年●月●日

業務名
平成30年度　東京２３区エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（ＵＲ賃貸住宅募集に係る広告

宣伝等業務）

対

象

団

地

及

び

報

告

内

容

報告事項

数量

対象団地・看板
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別紙７

点検業務完了報告書（報告事項）

業務名

団地コード 団地名

エリア 住所

サイズ

写真

配置図

位置情報

完了⽇

受託者 ●●（●●●●）●●●●

平成30年度　東京２３区エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（ＵＲ賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

対象看板の位置がわかる団地内配置図を貼付すること。

報告事項

作業内容及び看板全体がわかる写真を貼付すること。

△△△株式会社　☆☆

緯度︓ 経度︓
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マスターリスト 別紙８

所在地 看板位置（ＩＤ） サイズ（mm） 仕様

支社
コード

支社エリア名 住まいセンター
コード（2桁）

住まいセン
ター名

団地
コード

団地名 都道府県 市町村以下 看板
枚数

緯度 経度 看板種類 看板種類
その他

看板の内容 Ｗ(1) Ｈ(1) Ｗ(2) Ｈ(2) 支柱・枠 盤面材質 盤面出力 壁面材質
（壁面看
板のみ）

掲示板カバー 設置方法 備考

21 東京東エリア経営部 01 東京東 20166 亀戸二丁目 東京都 江東区亀戸二丁目6 1 35.69935 139.8228 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20178 大島四丁目 東京都 江東区大島四丁目1 1 35.68831 139.8278 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20192 大島六丁目 東京都 江東区大島六丁目1 1 35.6897 139.8327 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20196 南六郷二丁目 東京都 大田区南六郷二丁目35 1 35.54562 139.7219 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20234 希望ヶ丘 東京都 世田谷区船橋6他 1 35.65827 139.6204 自立看板(照明無し) 募集看板 3640 1820 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20250 大島七丁目 東京都 江東区大島七丁目28-1 1 35.69296 139.8407 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20254 小島町二丁目 東京都 江戸川区西葛西五丁目8他 1 35.66638 139.8602 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20255 立花一丁目 東京都 墨田区立花一丁目26他 1 35.70598 139.8312 自立看板(照明無し) 募集看板 3000 1500 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20255 立花一丁目 東京都 墨田区立花一丁目26他 1 35.70591 139.8317 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20282 北砂五丁目 東京都 江東区北砂五丁目20 1 35.68415 139.8341 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20291 南六郷一丁目 東京都 大田区南六郷一丁目29他 1 35.54613 139.7243 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20294 北砂七丁目 東京都 江東区北砂七丁目7-1 1 35.67865 139.8375 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20309 船堀一丁目 東京都 江戸川区船堀一丁目1 1 35.6869 139.8604 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20309 船堀一丁目 東京都 江戸川区船堀一丁目1 1 35.68525 139.8629 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20311 蒲田本町一丁目 東京都 大田区蒲田本町一丁目1 1 35.55907 139.7165 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20333 蒲田駅前ハイツ 東京都 大田区蒲田五丁目13-26 1 35.55956 139.7153 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20346 東大島駅前ハイツ 東京都 江東区大島七丁目39 1 35.69145 139.8439 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20346 東大島駅前ハイツ 東京都 江東区大島七丁目39 1 35.69128 139.8431 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20346 東大島駅前ハイツ 東京都 江東区大島七丁目39 1 35.69125 139.844 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 木 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20346 東大島駅前ハイツ 東京都 江東区大島七丁目39 1 35.69104 139.8432 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 木 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20346 東大島駅前ハイツ 東京都 江東区大島七丁目39 1 35.6912 139.8436 自立看板(照明無し) 募集看板 750 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20346 東大島駅前ハイツ 東京都 江東区大島七丁目39 1 35.69122 139.8434 壁面看板 募集看板 400 440 不明 不明 不明 不明 壁付（接着剤・シール）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20346 東大島駅前ハイツ 東京都 江東区大島七丁目39 1 35.69114 139.8434 壁面看板 募集看板 400 440 不明 不明 不明 不明 壁付（接着剤・シール）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20348 葛西クリーンタウン清新プラザ 東京都 江戸川区清新町一丁目3 1 35.66111 139.8555 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20348 葛西クリーンタウン清新プラザ 東京都 江戸川区清新町一丁目3 1 35.66146 139.8561 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20355 品川八潮パークタウン潮路北第二ハイツ 東京都 品川区八潮五丁目3 1 35.60269 139.7521 自立看板(照明無し) 募集看板 2700 1350 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20362 葛西クリーンタウン清新南ハイツ 東京都 江戸川区清新町一丁目1 1 35.65922 139.8514 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20362 葛西クリーンタウン清新南ハイツ 東京都 江戸川区清新町一丁目1 1 35.66067 139.8516 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20362 葛西クリーンタウン清新南ハイツ 東京都 江戸川区清新町一丁目1 1 35.66074 139.8535 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20362 葛西クリーンタウン清新南ハイツ 東京都 江戸川区清新町一丁目1 1 35.66256 139.8558 横断幕・懸垂幕 募集看板 1750 9000 1750 9000 不明 不明 不明 不明 壁付（針金・ひも等）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20362 葛西クリーンタウン清新南ハイツ 東京都 江戸川区清新町一丁目1 1 35.66256 139.8556 横断幕・懸垂幕 募集看板 1750 9000 1750 9000 不明 不明 不明 不明 壁付（針金・ひも等）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20364 品川八潮パークタウン潮路南第一ハイツ 東京都 品川区八潮五丁目6 1 35.5987 139.7508 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20389 大森南二丁目ハイツ 東京都 大田区大森南二丁目1 1 35.5635 139.741 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 910 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20396 船堀六丁目パークハイツ 東京都 江戸川区船堀六丁目5 1 35.68141 139.8676 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20396 船堀六丁目パークハイツ 東京都 江戸川区船堀六丁目5 1 35.68107 139.8681 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20400 哲学堂公園ハイツ 東京都 新宿区西落合2-20 1 35.72045 139.6744 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20404 曳舟駅前プラザ 東京都 墨田区京島一丁目38-1 1 35.7181 139.8194 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部05 東京南 20415 コラム南青山 東京都 港区南青山七丁目1-5 1 35.65871 139.7138 自立看板(照明無し) 募集看板 550 900 ステンレス ステンレス カッティングシート 未選択 未選択 自立(基礎有り) 二面有り
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20442 セーラ小松川 東京都 江戸川区小松川一丁目5 1 35.68929 139.8506 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20443 パティオ新蒲田三丁目 東京都 大田区新蒲田三丁目7-6 1 35.55761 139.7045 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20444 リバーピア吾妻橋ライフタワー 東京都 墨田区吾妻橋1-23-30 1 35.70947 139.8013 自立看板(照明無し) 募集看板 600 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20460 成城通りパークウエスト 東京都 世田谷区上祖師谷四丁目2 1 35.65288 139.5964 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20464 エステート池上 東京都 大田区池上八丁目5-8 1 35.57142 139.6986 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20492 デュプレ芝浦 東京都 港区芝浦四丁目7-5 1 35.63743 139.7464 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20500 経堂赤堤通り 東京都 世田谷区桜上水一丁目1 1 35.65701 139.6345 自立看板(照明無し) 募集看板 2440 1220 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20517 シティハイツ烏山 東京都 世田谷区北烏山九丁目21-10 1 35.67276 139.592 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20517 シティハイツ烏山 東京都 世田谷区北烏山九丁目21-10 1 35.67221 139.5924 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20522 世田谷通りシティハイツ若林 東京都 世田谷区若林三丁目10-1 1 35.64205 139.6587 自立看板(照明無し) 募集看板 2700 1350 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20534 シャレール糀谷 東京都 大田区西糀谷3-23-8 1 35.55416 139.738 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20544 フレール西経堂 東京都 世田谷区船橋五丁目17 1 35.65361 139.626 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20544 フレール西経堂 東京都 世田谷区船橋五丁目17 1 35.65462 139.6256 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20548 シャレール新蒲田 東京都 大田区新蒲田二丁目12-18 1 35.55992 139.7035 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20554 アミティ大森東 東京都 大田区大森東一丁目24他 1 35.57606 139.737 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 600 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20559 スクエアー世田谷桜丘 東京都 世田谷区桜丘一丁目2-20 1 35.6439 139.6316 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20563 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ 東京都 中央区晴海一丁目6 1 35.65869 139.785 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20569 晴海アイランドトリトンスクエアガーデンプラザ 東京都 中央区晴海一丁目7-2 1 35.65778 139.785 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20578 シティコート世田谷給田 東京都 世田谷区給田五丁目8-5 1 35.6715 139.5868 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20583 アミティ南六郷 東京都 大田区南六郷三丁目18-1 1 35.54502 139.7179 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部05 東京南 20587 アーバンライフ月島駅前イースト 東京都 中央区月島二丁目1-1 1 35.66375 139.7849 自立看板(照明無し) 募集看板 800 900 ステンレス アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート 未選択 未選択 自立(基礎無し)
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20589 コーポレート篠崎 東京都 江戸川区上篠崎四丁目20-18 1 35.70846 139.9005 自立看板(照明無し) 募集看板 900 1200 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20590 シティコート大島 東京都 江東区大島六丁目-14 1 35.6899 139.8321 自立看板(照明無し) 募集看板 900 1200 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20596 アーバンライフ亀戸 東京都 江東区亀戸2-1 1 35.69798 139.8217 自立看板(照明無し) 募集看板 900 1200 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 01 東京東 20596 アーバンライフ亀戸 東京都 江東区亀戸2-1 1 35.69795 139.8215 自立看板(照明無し) 募集看板 900 1200 スチール 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20641 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー 東京都 中央区晴海一丁目8-5 1 35.65769 139.7836 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部 05 東京南 20647 アクティ三軒茶屋 東京都 世田谷区野沢一丁目35 1 35.63868 139.6729 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
21 東京東エリア経営部01 東京東 20661 ラ・ヴェール東陽町 東京都 江東区塩浜二丁目24-10 1 35.66448 139.8151 自立看板(照明無し) 募集看板 450 1100 スチール スチール インクジェットシート 未選択 未選択 自立(基礎有り)
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マスターリスト 別紙８

所在地 看板位置（ＩＤ） サイズ（mm） 仕様

支社
コー
ド

支社エリア名 住まいセン
ターコード
（2桁）

住まいセ
ンター名

団地
コード

団地名 都道府県 市町村以下 看板
枚数

緯度 経度 看板種類 看板種類
その他

看板の内容 Ｗ(1) Ｈ(1) Ｗ(2) Ｈ(2) 支柱・枠 盤面材質 盤面出力 壁面材質
（壁面看
板のみ）

掲示板カバー 設置方法 備考

23 東京北エリア経営部 06 城北 20117 花畑 東京都 足立区花畑五丁目6他 1 35.806698 139.809185 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20117 花畑 東京都 足立区花畑五丁目6他 1 35.805807 139.81074 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 木 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20117 花畑 東京都 足立区花畑五丁目6他 1 35.805824 139.813187 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 木 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20117 花畑 東京都 足立区花畑五丁目6他 1 35.806337 139.813321 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20117 花畑 東京都 足立区花畑五丁目6他 1 35.806098 139.813085 自立看板(照明無し) 募集看板 600 900 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20117 花畑 東京都 足立区花畑五丁目6他 1 35.806002 139.813374 自立看板(照明無し) 募集看板 600 900 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20117 花畑 東京都 足立区花畑五丁目6他 1 35.80642 139.814791 自立看板(照明無し) 募集看板 600 900 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20130 竹の塚第一 東京都 足立区竹の塚三丁目11他 1 35.792713 139.801772 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20130 竹の塚第一 東京都 足立区竹の塚三丁目11他 1 35.789475 139.800667 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20130 竹の塚第一 東京都 足立区竹の塚三丁目11他 1 35.792748 139.799733 自立看板(照明無し) 募集看板 2700 1350 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20131 竹の塚第二 東京都 足立区竹の塚一丁目5他 1 35.790537 139.789494 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20131 竹の塚第二 東京都 足立区竹の塚一丁目5他 1 35.790537 139.790545 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20131 竹の塚第二 東京都 足立区竹の塚一丁目5他 1 35.79119 139.789751 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20137 竹の塚第三 東京都 足立区竹の塚六丁目4他 1 35.794887 139.791207 壁面看板 募集看板 800 1600 なし 不明 インクジェットシート 不明 壁付（接着剤・シール）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20137 竹の塚第三 東京都 足立区竹の塚六丁目4他 1 35.794082 139.791671 壁面看板 募集看板 13800 900 不明 不明 インクジェットシート 不明 壁付（接着剤・シール）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20137 竹の塚第三 東京都 足立区竹の塚六丁目4他 1 35.794191 139.791714 壁面看板 募集看板 8400 900 不明 不明 インクジェットシート 不明 壁付（接着剤・シール）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20137 竹の塚第三 東京都 足立区竹の塚六丁目4他 1 35.794332 139.791757 壁面看板 募集看板 1800 900 不明 不明 インクジェットシート 不明 壁付（接着剤・シール）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20137 竹の塚第三 東京都 足立区竹の塚六丁目4他 1 35.794459 139.791803 壁面看板 募集看板 7000 900 不明 不明 インクジェットシート 不明 壁付（接着剤・シール）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20137 竹の塚第三 東京都 足立区竹の塚六丁目4他 1 35.793296 139.792618 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20160 栗原 東京都 足立区栗原二丁目5他 1 35.783025 139.789926 自立看板(照明無し) 募集看板 3000 1500 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20164 日の出町 東京都 足立区日の出町27 1 35.751764 139.807054 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20165 金町駅前 東京都 葛飾区東金町一丁目36 1 35.771101 139.870523 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール アルミ複合版インクジェットシート 未選択 カバー無し 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 06 城北 20216 江北六丁目 東京都 足立区江北六丁目30他 1 35.78067 139.769913 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20225 高島平 東京都 板橋区高島平2他 1 35.788179 139.660943 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20225 高島平 東京都 板橋区高島平2他 1 35.788057 139.659988 自立看板(照明無し) 募集看板 3000 1500 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20225 高島平 東京都 板橋区高島平2他 1 35.787901 139.661994 自立看板(照明無し) 募集看板 900 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20225 高島平 東京都 板橋区高島平2他 1 35.787692 139.663088 自立看板(照明無し) 募集看板 750 900 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20232 豊島五丁目 東京都 北区豊島五丁目4他 1 35.764308 139.751817 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20241 むつみ台 東京都 練馬区光が丘一丁目1他 1 35.768249 139.638286 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20267 王子五丁目 東京都 北区王子五丁目2 1 35.76408 139.735885 自立看板(照明無し) 募集看板 2410 1200 スチール アルミ複合版インクジェットシート 未選択 未選択 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20267 王子五丁目 東京都 北区王子五丁目2 1 35.764771 139.735624 自立看板(照明無し) 募集看板 720 520 900 600 スチール アルミ複合版印刷 未選択 カバー有り(自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20267 王子五丁目 東京都 北区王子五丁目2 1 35.764658 139.73547 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 スチール アルミ複合版インクジェットシート 未選択 未選択 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20267 王子五丁目 東京都 北区王子五丁目2 1 35.765716 139.735382 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール アルミ複合版インクジェットシート 未選択 未選択 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 06 城北 20276 新田二丁目 東京都 足立区新田二丁目3-16 1 35190.771 139.739766 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20281 大谷田一丁目 東京都 足立区大谷田一丁目1 1 35.776294 139.843915 壁面看板 募集看板 7200 1800 不明 不明 インクジェットシート 不明 壁付（針金・ひも等）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20286 青戸第三 東京都 葛飾区青戸三丁目11 1 35.746934 139.84905 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20295 金町第二 東京都 葛飾区南水元三丁目6他 1 35.77445 139.866245 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール アルミ複合版インクジェットシート 未選択 カバー無し 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 06 城北 20296 青戸第四 東京都 葛飾区青戸四丁目25他 1 35.751611 139.852079 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20308 赤羽南一丁目 東京都 北区赤羽南一丁目16 1 35.777398 139.726146 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20319 青戸第五 東京都 葛飾区青戸三丁目9-1 1 35.746993 139.848866 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20334 リバーサイド桜木 東京都 足立区千住桜木二丁目17 1 35.755589 139.785976 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20335 西新小岩リバーハイツ 東京都 葛飾区西新小岩二丁目1 1 35.716579 139.852646 自立看板(照明無し) 募集看板 1820 910 1940 910 スチール アルミ複合版インクジェットシート 未選択 カバー無し 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 06 城北 20335 西新小岩リバーハイツ 東京都 葛飾区西新小岩二丁目1 1 35.717256 139.851928 自立看板(照明無し) 募集看板 1820 910 1940 910 スチール アルミ複合版インクジェットシート 未選択 カバー無し 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 06 城北 20342 エステート東新小岩 東京都 葛飾区東新小岩二丁目9他 1 35.724495 139.866319 自立看板(照明無し) 募集看板 2000 1000 スチール アルミ複合版インクジェットシート 未選択 カバー無し 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20356 エステート西台 東京都 板橋区西台四丁目8-20 1 35.771852 139.668979 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20363 坂下けやき台ハイツ 東京都 板橋区坂下二丁目1 1 35.782453 139.68726 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20363 坂下けやき台ハイツ 東京都 板橋区坂下二丁目1 1 35.78309 139.687797 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20369 光が丘パークタウン大通り南 東京都 練馬区光が丘七丁目3他 1 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20372 エステート堀切 東京都 葛飾区堀切七丁目19-13 1 35.755942 139.833618 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20373 エステート東堀切 東京都 葛飾区東堀切二丁目21-10 1 35.75145 139.836264 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20393 メゾン堀切七丁目 東京都 葛飾区堀切七丁目22-23 1 35.755209 139.832237 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 城北 20394 メゾン堀切八丁目 東京都 葛飾区堀切八丁目3-20 1 35.756411 139.830689 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20401 赤羽北二丁目ハイツ 東京都 北区赤羽北二丁目22-10 1 35.785736 139.705105 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 04 東京北 20401 赤羽北二丁目ハイツ 東京都 北区赤羽北二丁目22-10 1 35.785118 139.705507 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 05 東京北 20401 赤羽北二丁目ハイツ 東京都 北区赤羽北二丁目22-10 1 35.784851 139.704904 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 06 東京北 20401 赤羽北二丁目ハイツ 東京都 北区赤羽北二丁目22-10 1 35.784583 139.704271 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20403 グリーンプラザ加賀 東京都 板橋区加賀一丁目10-14 1 35.754345 139.715417 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 光が丘パークタウン 東京都 練馬区光が丘五丁目 1 35.759785 139.627379 壁面看板 募集看板 無し アルミ複合版インクジェットシート 石 未選択 壁付(ビス・ボルト等)
23 東京北エリア経営部 03 東京北 ＵＲ賃貸住宅光が丘ショップ 東京都 練馬区光が丘五丁目 1 35.760108 139.627377 壁面看板 募集看板 1200 900 無し アルミ複合版インクジェットシート フェンス・網未選択 壁付(ビス・ボルト等)
23 東京北エリア経営部 03 東京北 ＵＲ賃貸住宅光が丘ショップ 東京都 1 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 912 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 ＵＲ賃貸住宅光が丘ショップ 東京都 1 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 912 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 ＵＲ賃貸住宅光が丘ショップ 東京都 1 その他 募集看板 3695 380 不明 インクジェットシート

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20416 アンサンブル大山西 東京都 板橋区大山西町3-10 1 35.747772 139.697931 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 東京北エリア経営部 03 東京北 20420 神谷堀公園ハイツ 東京都 北区神谷1-3 1 35.768253 139.735973 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20420 神谷堀公園ハイツ 東京都 北区神谷1-3 1 35.768253 139.735973 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20428 エステート前野町 東京都 板橋区前野町二丁目1 1 35.763793 139.691837 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20428 エステート前野町 東京都 板橋区前野町二丁目1 1 35.764196 139.691692 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20429 南千住七丁目ハイツ 東京都 荒川区南千住七丁目31-3 1 35.73759 139.800553 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20429 南千住七丁目ハイツ 東京都 荒川区南千住七丁目31-3 1 35.737353 139.799086 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20435 光が丘パークタウンプロムナード十番街 東京都 練馬区光が丘二丁目10-1他 1 35.760943 139.630347 自立看板(照明無し) 募集看板 1000 2000 スチール 不明 インクジェットシート 不明 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20448 すまいる亀有 東京都 葛飾区亀有一丁目10 1 35.756701 139.848984 自立看板(照明無し) 募集看板 2700 1350 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20448 すまいる亀有 東京都 葛飾区亀有一丁目10 1 35.757689 139.848362 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 光が丘パークタウン（掲示板） 東京都 1 35.76024275 139.6292702 自立看板(照明無し) 掲示板 500 1040 スチレンボード貼り 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 光が丘パークタウン（掲示板） 東京都 1 35.76057871 139.6292666 自立看板(照明無し) 掲示板 500 1040 スチレンボード貼り 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 光が丘パークタウン（掲示板） 東京都 1 35.76038309 139.6292711 自立看板(照明無し) 掲示板 500 1040 スチレンボード貼り 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20455 光が丘パークタウン大通り中央 東京都 練馬区光が丘三丁目9-1他 1 35.757822 139.627708 自立看板(照明無し) 募集看板 1400 700 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20455 光が丘パークタウン大通り中央 東京都 練馬区光が丘三丁目9-1他 1 35.757805 139.627386 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 600 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20459 アーバンライフゆりの木通り東 東京都 板橋区赤塚新町3-34 1 35.76994 139.64111 自立看板(照明無し) 募集看板 1820 910 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20459 アーバンライフゆりの木通り東 東京都 板橋区赤塚新町3-34 1 35.769877 139.641759 自立看板(照明無し) 募集看板 910 1820 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20465 グリーンプラザ高松 東京都 練馬区高松四丁目27-3 1 35.751132 139.625363 自立看板(照明無し) 募集看板 1820 910 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20465 グリーンプラザ高松 東京都 練馬区高松四丁目27-3 1 35.751585 139.625248 自立看板(照明無し) 募集看板 1820 910 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20476 新蓮根 東京都 板橋区蓮根二丁目30他 1 35.785322 139.677998 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20476 新蓮根 東京都 板橋区蓮根二丁目30他 1 35.78389 139.67777 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20489 ビオトープしたや 東京都 台東区下谷三丁目14-3 1 35.725638 139.787302 その他 ウィンドサイ募集看板 850 不明 不明 インクジェットシート 不明 壁付（接着剤・シール）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20491 青戸第一 東京都 葛飾区青戸三丁目15 1 35.746758 139.853614 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20491 青戸第一 東京都 葛飾区青戸三丁目15 1 35.748107 139.853185 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20491 青戸第一 東京都 葛飾区青戸三丁目15 1 35.748173 139.852118 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
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23 東京北エリア経営部 06 城北 20491 青戸第一 東京都 葛飾区青戸三丁目15 1 35.746779 139.853502 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20491 青戸第一 東京都 葛飾区青戸三丁目15 1 35.74802 139.853169 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20491 青戸第一 東京都 葛飾区青戸三丁目15 1 35.748099 139.851983 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20491 青戸第一 東京都 葛飾区青戸三丁目15 1 35.747354 139.853421 自立看板(照明無し) 募集看板 750 900 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20502 アーバンライフ東新小岩 東京都 葛飾区東新小岩三丁目8 1 35.721787 139.860318 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1210 スチール その他 インクジェットシート 未選択 カバー無し 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20525 パークサイド石神井 東京都 練馬区石神井台三丁目18 1 35.740504 139.592713 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20525 パークサイド石神井 東京都 練馬区石神井台三丁目18 1 35.742668 139.590787 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20532 アーバンライフ西新井 東京都 足立区西新井栄町三丁目1-1 1 35.774243 139.784497 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20532 アーバンライフ西新井 東京都 足立区西新井栄町三丁目1-1 1 35.774942 139.784561 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20535 にしき平和台 東京都 練馬区平和台一丁目37他 1 35.761078 139.664843 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20535 にしき平和台 東京都 練馬区平和台一丁目37他 1 35.761502 139.664068 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20566 フレール西新井第一 東京都 足立区西新井一丁目33 1 35.780598 139.782858 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20571 アーベイン神谷 東京都 北区神谷三丁目11-1 1 35.774963 139.732513 自立看板(照明無し) 募集看板 3600 1800 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20571 アーベイン神谷 東京都 北区神谷三丁目11-1 1 35.774963 139.733012 自立看板(照明無し) 募集看板 2800 1400 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20584 アクシス東四つ木 東京都 葛飾区東四つ木二丁目27-1他 1 35.731934 139.844579 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 無し その他 インクジェットシート 未選択 カバー無し 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 06 城北 20594 コーポレート竹の塚五丁目 東京都 足立区竹の塚五丁目5-36-10 1 35.798183 139.796271 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20600 フレーシェル王子神谷 東京都 北区豊島八丁目27 1 35.767361 139.738818 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20623 アミティ大山西町 東京都 板橋区大山西町17-8 1 35.74653 139.696802 自立看板(照明無し) 募集看板 1800 900 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20633 板橋ビュータワー 東京都 板橋区板橋一丁目53-12 1 35.7478 139.720107 自立看板(照明無し) 募集看板 900 900 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20640 金町第一 東京都 葛飾区東金町二丁目23-1他 1 35.773944 139.868763 自立看板(照明無し) 募集看板 2000 1000 スチール アルミ複合版インクジェットシート 未選択 未選択 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 06 城北 20642 フレール西新井第二 東京都 足立区西新井二丁目5他 1 35.782677 139.780984 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20668 青戸第二 東京都 葛飾区青戸四丁目27他 1 35.752388 139.851903 自立看板(照明無し) 募集看板 1200 900 不明 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20674 ハートアイランド新田一番街 東京都 足立区新田三丁目36 1 35.771076 139.748345 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20680 光が丘パークタウンゆりの木通り３３番街 東京都 板橋区赤塚新町三丁目33 1 35.770024 139.640965 自立看板(照明無し) 募集看板 3000 1500 スチール アルミ複合版インクジェットシート 未選択 未選択 自立(基礎有り)
23 東京北エリア経営部 06 城北 20681 ハートアイランド新田二番街 東京都 足立区新田三丁目36 1 35.770306 139.748559 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 06 城北 20698 ハートアイランド新田三番街 東京都 足立区新田三丁目35 1 35.770509 139.747395 自立看板(照明無し) 募集看板 2400 1200 スチール 不明 インクジェットシート 自立（基礎有り）
23 東京北エリア経営部 03 東京北 20702 ヴァンガードタワー 東京都 豊島区東池袋三丁目21- 1 35.731476 139.719368 自立看板(照明無し) 募集看板 900 600 不明 不明 不明 自立（基礎有り）
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別紙9

項目 内容 計

木枠組み看板製作費（Ｗ900×Ｈ600） / 基 基

木枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900） / 基 基

ステンレス枠組み看板製作費（Ｗ900×Ｈ600） / 基 基

ステンレス枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ400×Ｈ600） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ600×Ｈ450） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ600×Ｈ900） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ900×Ｈ600） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ2000×Ｈ1000） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ2400×Ｈ1200） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ3600×Ｈ1800） / 基 基

アルミ複合板面製作費（Ｗ400×Ｈ600） / 枚 枚

アルミ複合板面製作費（Ｗ600×Ｈ450） / 枚 枚

アルミ複合板面製作費（Ｗ600×Ｈ900）（Ｗ900×Ｈ600） / 枚 枚

アルミ複合板面製作費（Ｗ1800×Ｈ900） / 枚 枚

アルミ複合板面製作費（Ｗ2000×Ｈ1000） / 枚 枚

アルミ複合板面製作費（Ｗ2400×Ｈ1200） / 枚 枚

アルミ複合板面製作費（Ｗ3600×Ｈ1800） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ100×Ｈ200） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ400×Ｈ600）（Ｗ600×Ｈ400） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ600×Ｈ450） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ600×Ｈ600） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ600×Ｈ900）（Ｗ900×Ｈ600） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ800×Ｈ500） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ800×Ｈ1500） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ850×Ｈ550） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ850×Ｈ1050） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ850×Ｈ2610） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ900×Ｈ900） / 枚 枚

請求書添付資料

【東京２３区エリア】　平成　　　　年　　　　月分

単価 数量
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項目 内容 計単価 数量

インクジェットシート出力製作費（Ｗ910×Ｈ450） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ910×Ｈ550） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ970×Ｈ2460） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1000×Ｈ600） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1100×Ｈ2000） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ600） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ900） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ1200） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ1400） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ1800） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1500×Ｈ700） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1500×Ｈ1000） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1560×Ｈ2560） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1760×Ｈ1600） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1770×Ｈ1890） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1790×Ｈ880） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1800×Ｈ890） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1800×Ｈ900） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1800×Ｈ1800） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1810×Ｈ600） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1810×Ｈ890） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1810×Ｈ915） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1810×Ｈ1830） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1820×Ｈ910） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1820×Ｈ1820） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1820×Ｈ2730） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2000×Ｈ1000） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2000×Ｈ1100） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2000×Ｈ1200） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2200×Ｈ1100） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2200×Ｈ4200） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2400×Ｈ1200） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2400×Ｈ1450） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2440×Ｈ1220） / 枚 枚
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項目 内容 計単価 数量

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2500×Ｈ1600） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2700×Ｈ1200） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2700×Ｈ1350） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2700×Ｈ1400） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2700×Ｈ1800） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2700×Ｈ8040） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2720×Ｈ1580） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2800×Ｈ1400） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3000×Ｈ1000） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3000×Ｈ1500） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3250×Ｈ1740） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3350×Ｈ1800） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3410×Ｈ1740） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1700） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1720） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1760） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1770） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1780） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1800） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ2150） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ2160） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3700×Ｈ1800） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3800×Ｈ1700） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ4140×Ｈ1790） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ4500×Ｈ1500） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ5100×Ｈ1810） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ5400×Ｈ2700） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ5670×Ｈ3150） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ7100×Ｈ3360） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ8050×Ｈ2250） / 枚 枚

横断幕・懸垂幕製作費（ターポリン） / ㎡ ㎡

横断幕・懸垂幕製作費（メッシュターポリン） / ㎡ ㎡
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項目 内容 計単価 数量

木製看板撤去・解体・廃材処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定） / 基 基

ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定） / 基 基

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定） / 基 基

横断幕・懸垂幕撤去・解体廃材処分費（裁断加工等含む） / ㎡ ㎡

現地調査費 / 人工 人工

梱包・運搬費 / 台 台

取付設置施工人件費 / 人工 人工

取付設置用雑材諸経費（Ｗ1800×Ｈ900想定） / 基 基

撤去・解体・処分等人件費 / 人工 人工

看板、横断幕・懸垂幕等のデータ更新管理・報告書作成費 / 基 基

随時点検業務費 / 団地 団地

屋外広告物申請費（新規申請） / 基 基

屋外広告物申請費（更新申請） / 基 基

定期安全点検費 / 団地 団地

鉄部塗装費 / 基 基

コーナーガード設置費 / 個 個

消費税相当額

合計
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費
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